越だが、描いた漫画で、知られざる歴

篠原 千絵

では、なぜそんなわたしが歴史漫画

史や事柄に、多くの読者の方々が興味

歴史は大好きだが、
詳しくはない。
興味のある時代や場所は、楽しみな

を描けたのかと、この文章のご依頼を

えつ

がらそれなりに調べたり現地に行って

をもってくだされば幸甚…というより

望外の幸せである。

いただいて改めて考えてみた。

要するに漫画家は自分の描きたいこ

歴史の専門家の方ほどの知識と見識

妄想にふけり悦に入ったりするが、そ

はもうとうない。コアな歴史ファンほ

と知りたいことにたどり着くための

ういったことは一般の歴史ファンの
方々のほうが圧倒的に詳しいし実行力

どの熱心さもない。あるものといえば

「索引」があれば良いのではないか…

家の方々には心から申し訳ないが、研

やはり大好きだ。

歴史は詳しくはないが、

そしてそして、

持っていきたいと思う。

れからも日々いろいろな方面に興味を

くさんの「索引」を作れるように、こ

そして、浅く（願わくば）広く、た

いで作品を描かせていただく。

それらの「索引」と作者としての想

いのではないかと思い至る。

さ くい ん

もはるかに高いと思う。

浅い知識と漫画を描くスキル。もちろ

少なくとも自分はそういうあり方で良

のだろうと思い至った。

結局はその浅い知識がかなり重要な

うのは大前提

んヒッタイトやオスマンが好き とい

そんなわたしだが、長編の歴史漫画
を二本描かせていただいた。
作中の場所はともに現代ではトルコ
共和国にあたる。時代としては…一本
は紀元前一四世紀のヒッタイト帝国。
進行形の一本は紀元一六世紀のオス

なり専門書を読めばよい。ほとんどの

深く詳しいことは専門家の方に伺う
ありがたいことに両方とも長編（進

事柄には専門家の方々がいらして、大

マン帝国。
行形のものはなりつつある）なので、

それを浅学な漫画家が自分で探し当

究しておられる。

読者の方々は、わたしがヒッタイト史、 変な時間と労力をかけながら日々、研
オスマン史、ひいてはトルコ全般に詳
しいと思っておられるらしい。
わたしはまったく詳しくない。

究者が人生を賭けてやっとたどり着い

てるなどありえないことなので、専門
『舎人倶楽部』のパックナンバーの寄

た論文などをありがたく楽しく短時間

だが断言するが、前述したように、

稿文や考古学、歴史学の専門家の先生

かわりに…などというのはまこと僭

せん

で拝読させていただく。

1

!!
方の文章を読ませていただくたびに、
自分の浅学が恥ずかしくてしかたない。

●篠原千絵（しのはら
・ちえ）漫画家／文星
芸術大学非常勤講師

!!

敬文舎
発行 編集

7月1日号

27

2019年

〒 160 ー 0023
東京都新宿区西新宿 3 丁目 3 − 23
ファミール西新宿 405
TEL：03-6302-0699
FAX：03-6302-0698
E-mail：keibun-sha@aria.ocn.ne.jp

歴史を知る楽しさ、そして歴史が
教えてくれる意義を広めていきたい

日本考古学入門③

』

邪馬台国への道

よしの が り

設楽 博己

牧歌的な農村風景がイメージされてき
たが、佐賀県吉野ヶ里遺跡の発掘調査

うが、今やなじむようになった。

が頻発するような格差社会といったほ

成果などによって、血なまぐさい争い

進展している。貧しいながらも平等を

には、定住生活の発展によって大きな

というイメージは払拭された。後半期
問題を扱った。

異を強調すべく、第一章から邪馬台国

本書では、弥生文化と縄文文化の差
を整備することによって、一挙に文明

や金属器などを受容して遠隔地交易網

の一角で農耕社会へと突入し、青銅器

ネイティブの文化と比較することがで
導入されるが、前一〇八年の楽浪郡の

水田稲作などの技術は朝鮮半島から
矛盾を抱え込むようになった時代なの

格差社会、外交問題と、現代に続く諸

る点であり、弥生時代とは、都市化や

これが縄文文化と大いに異なってい

へと突き進んだ文化であるといえる。

きよう。彼らは、採集狩猟民としての
設置を皮切りにして中国との政治的な
である。

格差を生んだ弥生社会

枠組みのなかで、社会が複雑化し高度
関係の構築に腐心していくようになる

らくろう

化した「裕福な採集民」として知られ
このように弥生文化とは、東アジア

生文化と社会について さまざまな角

本書は、日本歴史の分水嶺になる弥

を見てとることができる。

に、青銅器にすら縄文文化のおもかげ

ぐう

弥生文化の方向性を左右してきた。農

う発展段階的なコースに旧石器・縄文
時代 弥生時代 古墳時代・律令期と
いうコースをあてはめてすましている

われずに縄文文化と弥生文化とどのよ

解決の手がかりは、発展史観にとら

せるのか困難を伴うが、できるだけ考

黙資料であり、いかにしてそれに語ら

の解釈も試みた。考古学が扱うのは沈

説的な側面を維持しながら、自分なり

度から掘り下げた。入門書としての概

弥生文化に対しても、八〇年代の大
規模発掘などによってだいぶ見方が違

父が去ったあと、自分も飲んでみた

を飲んで、
「ああ、うまい酒だ」
。

をつけてみた。すると、老人は湧き水

わ

に思った息子が、ある日、老人のあと

酒の日本文化史』 横田 弘幸

ってきた。これまで弥生文化といえば

ほろ酔いばなし

墓に埋納された副葬品 青銅鏡や
古資料同士の関係から妥当な推論を導
腕飾り、勾玉などの威信財が多い。
き出すことを心がけたつもりである。
（佐賀県桜馬場遺跡出土）

うに違うか、見きわめることであろう。

わけにはいかなくなる。

ど

進化のコースを歩んだ文化であり、社
耕のありようや土偶、祖先祭祀のほか

そうなると、野蛮 未開 文明とい

会なのである。

一方、さまざまな局面で縄文文化が

ている。つまり、近代文明とは異なる

それはアメリカやカナダの北西海岸

ったとされる。

集落を営み、社会が複雑化をとげてい

ふつしよく

分かち合っていた「原始共同体」社会

近年、縄文文化が著しく見直されて、

弥生文化とはなにか

『弥生時代 ―

『
「コハシミズ」伝説の広まり
わが家の近くに酒の言い伝えがあっ
て銅像もある。もう四〇年も前に移り
父には「うま酒」
、子には「清水」
、

ところが、そのあげくに老夫婦は理

が、ただの水。

由も告げずに天女を追い払う。流浪の

住んだ地だったが、それを知ったのは
つまり「コハシミズ」というわけだ。

数年前。定年退職後の元新聞記者の好
奇心がうずいた。さっそく現地、千葉

像は、その水をすくう息子の姿だった。 末に不条理な死を遂げた天女。地元の

ときわだいら

資料はないものか。千葉市に住む知

る。どんな酒だったのか、飲んでみた

小さな神社に哀れな天女は祀られてい

まつど

県松戸市常盤平に出掛けた。

人の郷土史家に話してみると、千葉

し みず

市にも「コハシミズ」
。さらに探せば、 かった。

こ わ

近くに緑に囲まれた小さな公園があっ

県道の「子和清水」交差点が目印だ。
た。中央に設置された銅像の台座に、

ぐっと時代は下って、江戸時代。寛

。

きる酒を造りたかったのだが、その評

方からの下り酒に対して、味で勝負で

まつだいらさだのぶ

茨城県では石岡市、長野県では塩尻市、

政の改革を主導した松平定信は、江戸

しおじり

昔話が記されていた。

福島県では……。様変わりはげしい東

の地回り酒の改革にも乗り出した。上

いしおか

「むかし、この近くに酒好きな老人が

「コハシ
京都内でも、表層を剥げば、

は

住んでいた」と始まる。この老人が毎

今も清冽な水の湧き出る地も多く、

せいれつ

ミズ」が顔を出す。

︱

判は

酒にちなんだ話は興味が尽きない。
酒に関する歴史、場所、人、道具、手

としてまとめたのが本書だ。日本酒離

そんな至福のときを、「酒の文化史」

ヒスカルセレクション刊行開始
考古から現代まで各時代のポイントを、
第一線で活躍する研究者が、豊富なビジュ
アルと図版を用いて平明に解説します。
★二冊同時創刊！

『弥生時代 ︱ 邪馬台国への道』
設楽 博己
『旧石器時代 ︱ 日本文化の起源』
佐藤 宏之

新刊のご案内

『 ほろ酔いばなし

…

酒の日本文化史
』

第七章 酒の今

↓

晩、酒に酔って帰って来るのを不思議

いずれの地域でも孝子伝説として、よ
く似た昔話が残されていた。しかし、
なぜか東日本だけなのだ。

当たり次第に調べて、現地に足を運ん
だ。ついでに地元の酒とつまみで疲れ
が、京都府京丹後市には酒造りの得意

れが進む昨今、明日もうまい酒が飲め

を忘れた。
な天女がいたという。天国のどこで覚

ることを祈って記した日本酒ファンの

A5判 並製 128ページ
オールカラー 予価2000円＋税

●日本酒はどこへ
●日本酒はこう造る
四六判 並製 256ページ
定価：本1,600円＋税
７月20日ごろ刊行予定

酒にまつわる話は各地に！
一方、天女の話は各地に残っている

えた技なのかわからないが、その酒は

きようたんご

大変な人気ぶり。お陰で、天女と暮ら

書、ご笑覧ください。

第六章 下り酒、居酒屋酒
第五章 寺の酒、桶の酒

↓

第１章 旧石器時代の自然環境と
人びと
第２章 日本列島の文化の形成
第３章 列島独自の旧石器文化
第４章 社会と生活
第５章 旧石器時代から縄文時代へ

《旧石器時代の内容》

+
第四章 武家の酒、争いの酒
第三章 都の酒、鄙の酒

.

す老夫婦は大金持ちになった。

第二章 神々の酒

↓

子和清水之像 湧き水を確かめる息子。
（千葉県松戸市）

第１章 弥生人と弥生文化
第２章 弥生人の暮らし
第３章 墓と祭祀
第４章 生産と流通

酒
は
人
生
そ
の
も
の
だ
思
わ
ず
だ
れ
か
に
第一章 日本の酒前史

↓

2
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《弥生時代の内容》

楽
し
い
と
き
、
悲
し
い
と
き
縄
文
時
代
か
ら
現
代
ま
で
話
し
た
く
な
る
五
三
話
！
《本書の内容》

●したら・ひろみ
／東京大学大学院
人文社会系研究科
教授
●よこた ひろゆ
き／ジャーナリス
ト、
（公社）日本
記者クラブ会員

ヒスカルセレクション
刊行

新刊 単行本

二〇か所が千葉市内に集中しています。

約六五〇か所が千葉県内に、うち約一

約二四〇〇か所といわれ、このうちの

なお、日本全国で縄文時代の貝塚は

千葉市若葉区桜木 千葉市立加曽利貝塚博物館

国内最大級の貝塚遺跡
貝塚では初の特別史跡
遺跡のうち重要なものが史跡に指定
され、そのうち「学術上の価値が特に
高く、我が国文化の象徴たるもの」が
ど

ぐう

ています（令和元年五月一日現在）
。

のうちの六二件が特別史跡に指定され

定史跡は全国で一七九五 件あり、そ

辺の自然環境とともにそのまま保存

らいたいという発想のもと、遺跡を周

館開館当時から、実物を現地で見ても

当時や、昭和四一年の加曽利貝塚博物

昭和三七年（一九六二）の発掘調査

層断面に覆屋を掛け、保存科学の技術
地開発によって、道路や住宅地となり、消え去っ

で地味な城である。しかも、その多くが現在は土

土偶や古墳、城が人気を集めるなか、東京近郊

加曽利貝塚は平成二九年（ 二〇一
（展示）し、実物を自分の目で確かめ、
とさまざまな試行錯誤を繰り返しなが

さいじようし

はちがたじょう

国の城は石垣もなく天守もない、いずれも小規模

「
（ほとんどの）東
城郭研究家の西野博道氏は、

じようかく

は建物も残っていない。

出合う。城といっても天守を持たない城館で、今

を歩いていると、縄文遺跡や古墳とともに城跡に

七）一〇月一三 日、この六二件目の
自分の足で踏みしめて実感できる、現
てしまった。
（中略）
（城めぐりによって）コンク

り

特別史跡となりました。縄文時代の特
ら、今日まで半世紀の間、縄文人の生

そ

別史跡としては四例目、貝塚では日本
地保存型の野外博物館をめざして活動

か

初の特別史跡となります。

か

葛西城址のある葛飾から埼玉の鉢形城をめざす。
それにしても北条の版図には驚かされる。城をネ

よりい

ットワークでつなぎ、関東を治めていたのだ。

やまあい

荒川の河岸段丘に建つ鉢形城

だ

こう

秩父山地の山間をぬって流れる荒川は、寄居付
近で大きく蛇行し、関東平野へ流れ出る。荒川と

また、初めて加曽利貝塚を訪れる

昭和七年（一九三二）に国の史跡に指定された。

た鉢形城は、戦国時代の代表的な城郭の跡として

深沢川に挟まれた断崖絶壁、天然の要害に築かれ

方々も迷わず楽しんでいただけるよう、

面積二四万平方メートル、東京ドーム五個分の

ます。ぜひ、
「縄文の森」加曽利貝塚

縄張りを歩く。五〇〇年前の城跡は樹木や草叢で

展させたという。

なが お

かげ はる

うじてる

うじ くに

洗う戦国の世に一度も争うことなく、そ領地を発

原城・八王子城・鉢形城の城主として、血で血を

氏康の子、氏政・氏照・氏邦は、それぞれ小田

うじまさ

入り、縄張りを大幅に整備拡充した。

五六四）
、小田原城主・北条氏康の四男、氏邦が

ほう じよ うう じやす

（一
上州・信州を望む交通の要衝の地に、永禄七年

えいろく

山 内上杉氏の家臣長尾景春が築城したといわれ、

やまのうち うえ すぎ

鉢形城は、文明八年（一四七六）
、関東管領・

のひとつだ。

足と目で確かめるのは、まち歩きの大きな楽しみ

跡の高まりを発見。土地に刻まれた記憶を自分の

門・池が復元されている。水が枯れた堀に弁天社

覆われているが、発掘調査により、石積み土塁・

思います。

にお気軽に足を運んでいただければと

くさむら

ボランティアによるガイドも行ってい

できます。

うつろいを肌で感じていただくことが

跡全体を自由に散策しながら、季節の

と、豊かな自然が多く残っており、遺

塚縄文遺跡公園内には、遺跡まるごと

約一五ヘクタールにも及ぶ加曽利貝

負しているゆえんでもあります。

備・活用のパイオニアであることを自

リートの下に眠る『関東』を見直すきっかけとな

加曽利貝塚は、縄文時代中期（約五
〇〇〇〜四〇〇〇年前）の直径約一四
〇メートルの環状の北貝塚と、縄文時
ば ていけい

代後期（約四〇〇〇〜三〇〇〇年前）
の長径約一九〇メートルの馬蹄形の南
貝塚からなる、縄文時代を代表する国
内最大級の遺跡です。

萩焼をはじめとした陶芸の振興を目的
に、新たに陶芸館を増築し、陶芸をは
じめとした工芸分野の作品も積極的に
展示するようになりました。開館以後
は、浦上敏朗コレクションを核とした
所蔵品の充実をめざして作品収集に努
めています。
現在は、外国人観光客向け旅行ガイ
ド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャ
ポン」に、日本三名橋のひとつ錦帯橋

美術館での展覧会というと大規模な

てご紹介しています。

萩市出身の実業家である浦上敏朗氏
とならび、山口県内では最高ランクの

きんたいきよう

（当館の名誉館長、大正一五年︿一九

企画展が注目されやすいですが、所蔵

としいえ

うえすぎかげかつ

さなだ まさゆき

攻めに際し、前田利家・上杉景勝・真田昌幸など

まえだ

天正一八年（一五九〇）
、豊臣秀吉の小田原城
や保存状態の良い作品が陳列されます。

品を紹介する展示室内においても名品

二つ星の観光施設として紹介されてい

東洋文化の魅力を知る

豊臣連合軍五万の軍勢に包囲される。北条方三五

は、
平成五年（一九九三）のことでした。

高麗時代から朝鮮時代にかけての作品

中国の新石器時代から明時代、朝鮮の

でお乗りいただき、各空港から乗合直

山口宇部空港もしくは萩・石見空港ま

航空便利用の場合は、羽田空港から

せ遠眼鏡」は、当館自慢の作品です。

斎の希少な美人画「風流無くてなゝく

時間は要しますが、乗り物に乗ってし

ス「スーパーはぎ号」が出ています。

新幹線の新山口駅から萩への直行バ

を誇る親から子・孫へと伝えられていく。

手作りで歴史を再現する戦国絵巻は、地元の城

が、玉淀河原に集結し、合戦が繰り広げられる。

も駆けつけ、北條軍・豊臣連合軍に扮した武者隊

小田原北條手作り甲冑隊、八王子城北條氏照隊

條五代祭り」より歴史が古い。

回目となる「寄居北條まつり」は、小田原の「北

なり、
「鉢形城供養祭」が行われた。今年で五八

昭和三七年、北条家家臣の子孫、町民が中心と

四〇〇年前の戦を再現「寄居北條まつり」

見きわめ、家臣の助命を条件に開城した。

〇〇人の一か月にわたる籠城の末、氏邦は戦況を

ろうじよう

最後に、東京から萩までのアクセス

このことが契機となって、平成八年

約五七〇点を所蔵しています 浮世絵

行タクシー（要予約）にて萩市街地内

所蔵品を概観しますと、東洋陶磁は、 をご案内いたします。

に山口県立萩美術館・浦上記念館が開

版画は約五五〇〇点あり、そのなかに

の目的地まで到着できます。

陶芸は、茶陶を中心とした江戸時代の

まえば意外と近く感じられるのではな

ご ようがま

とおめ がね

萩藩御用窯の精品から、近現代陶芸家

でお越しください。

ご興味を持たれた方は、ぜひ当館ま

の作品までの約六六〇点からなります。 いかと思います。
そして、これらを定期的に入れ換え
ながら、企画性を持たせた展示によっ

山口県萩市 山口県立萩美術館・浦上記念館

浮世絵版画と東洋陶磁・陶芸を
堪能する

山口県立萩美術館・浦上記念館
外観 本館は丹下健三の設計に
よる。

こうらい

館しました。さらに、平成二二年には

含まれる東洲斎写楽の役者絵や葛飾北

約二五〇〇点を山口県に寄贈されたの

磁器と浮世絵版画を中心とする美術品

にわたって収集された中国や朝鮮の陶

二六﹀生まれ）が、地域の文化芸術の

館内の展示光景 浮世絵の名品がズ
ラリ。

発掘調査で検出された住居跡群や貝

活の痕跡を公開してきました。国内最

みどころ

平成御徒組 R

してきました

特別史跡に指定されます。現在、国指

第十四回（最終回）
荒川の断崖に建つ鉢形城
400 年の時を超える戦国絵巻

れば幸いと思う」と語っている。

おおいや

歴史
さんぽ

大級の貝塚を擁する、遺跡の保存・整

南貝塚貝層断面観覧施設 貝塚の貝層断面を
じっくりと観察できる。

ます。

うらがみとしお

加曽利貝塚縄文遺跡公園 空からからみた加曽利貝塚。

発展に寄与したいとの願いから、永年

はぎ

ここが見所、我が博物館

4
5

足 で 歴 史を 感じる、
まち歩きの 極 意
毎年5月に開催される
「寄居北條まつり」
12門の大砲が並び、
対岸の鉢形城に向けて
空砲が放たれる。250
発の轟音が響き、玉淀
に煙が立ち込めるなか、
武者の息づかいに戦国
の攻防が蘇る。

加納 実

渕田 恵子

千葉市立加曽利貝塚博物館
館長
山口県立萩美術館・
浦上記念館
専門学芸員

テーマが好評です
地元密着型の

ご推薦！
学芸員

地域研究
レポート

水野 嶺

『真覚寺日記』にみ
る人びと

しんかくじ

つ

なみ

は、この日記から地震に関する人びと
の行動をいくつか紹介したい。
一一月四日と五日の地震の後、津浪
を避け高所に避難していた人びとは、
しの

一一月一〇日ころには小屋をつくり雨
露を凌ぐ場所を確保し始めている。静
照は同日の夜初めて眠れたと記し、ま
た各地の被害情報なども伝えている。
こののち、少しずつではあるが復興
への動きが見られ、また揺れない日も
あるなどするなか、一二月一四日夜中
に本震と比較できないほどの大地震が
よ

起こる。この時の静照の行動は、
「能

やつしろ

「汽車に乗ってはるばる 八 代までやって来ると

ており、同じころ人びともあまり地震
ある作家の文章を目にしたことがある。さぞかし

戻ってきたと感じ、ほっとする」と言う趣旨の、

車窓に八代海と天草諸島が拡がり、やっと故郷に

く寝入りたる事ゆへ、俄ニおき上り、
を怖れなくなったと記している。さら

おそ

雨戸障子を明ケ飛出る覚悟をなす」と

感の薄れもみえてくるのである。
南九州における 九州最重要路線の一部となっ

沢な旅が始まる。

作家の言うふるさとの海を最後に楽しむという贅

さつ

すばらしい光景であろうと、方向は逆となるが

実際は大雨が降っていたため、家か
また、安政二年に入ると、根拠なく

ひ

に、地震後半年もすると、強震で騒ぐ
川 内から肥薩おれんじ鉄道に乗りこんだ。ある

期の日記史料がある。
「地震日記」九
ら飛び出ることはなかったが、静照の

日、昼夜問わず揺れ続ける地震の揺れ

明けて安政二年（一八五五）正月元

ようである。

はされるものの絶えることはなかった

を流す者は定期的に現れており、処罰

を呈している。しかし、こうしたデマ

じ惑う人びとに対し、日記の中で苦言

れ始める。静照は、流言を流す者や信

県と鹿児島県、および両県の沿線自治体などの出

れるのが通例であるが、肥薩おれんじ鉄道は熊本

先となる第三セクター鉄道会社は県ごとに設立さ

薩おれんじ鉄道に移管された。整備新幹線の移管

州新幹線の新八代～鹿児島中央間開業と同時に肥

ていた鹿児島本線八代～川内間は、平成六年に九

か えい

幕末期の貴重な地震記録
この『真覚寺日記』は、
嘉永七年（一
方が変わったと感じとった静照は、「地

しん

震殿もゆりの流義をかへ人をして驚か

あんせいとうなんかいじ

たい おう や

ど も 巡 り、 こ の と き 書 い た『滞 欧 野
ちよう

帳』には、辰野が見た欧州建築のさま
ざまな諸特徴が描かれており、こうし
た経験が、辰野が考える美術建築にも

の高架と別れ、山間の細道に入って薩摩高城に向

川内を発車した一両の気動車は脇を行く新幹線
た き

他方、地震に意識を置いて書いた日記

かう。心を和ませるなつかしさがあふれる村里を

さつま

だからこその、地震に対する記主個人
なご

の揺れに対する慣れや緊張感が薄れて

過ぎると、短いトンネルの先でまさに海辺ギリギ
リのところを走り始める。さらに次のトンネルを

そび

抜けるとすぐ脇に海中から突き上げるようにして
聳え立つ巨大な岩が三つほど並んでいて、その間
に白い観音様が立っているように見える小岩がチ
ラリと見えた。木も草も生えていない縦に長いだ
けのただの小岩であるが、旅行案内に人形岩と紹
介されている岩である。陽の光をたっぷりと浴び
たあたりの海は、穏やかなコバルトブルーに輝や

イギリスから帰国後、工部大学校教

野監修のもと、東京帝国大学において

インを組み入れた建物で、これは、辰

つの峠が続く難所となる。難所といっても近代的

水俣からは、三太郎越えといわれる連続した三

目してもおもしろいと思う。

いく様も追え、そういったところに着

ター鉄道となっている。

八五四）一一月四日・五日に連続して

書かれ始め、本震とその後の土佐国に
おける地震の状況を克明に記している。
内容は、その名のとおり「地震日記」
と呼ぶにふさわしい。
その一方で、記主井上静照や周辺の
人びとの日常も記されている。ここで

辰野金吾と唐津
黒田 裕一
大きな影響を与えたと考えられます。

京駅）
、日本生命九州支店など、生涯
授や東京帝国大学工科大学の教授とな

な道路や鉄道が開通する前の話であろう。現代の

み なま た

いていた。

二二八棟の設計・監督などに携わり、

辰野の指導を受けた愛弟子の田中実が

へ た

り、後進の育成に努めましたが、
「自

きん ご

（清水組）設計しました。

いく。そのすぐ先で「たのうら御立岬公園」のト

たつ の

日本の近代建築界をリードした建築家、
分は演説がきわめて下手だ。下手で嫌

田中があえて「辰野式」的デザイン

岸の天草諸島の緑濃い島影とからみあうと、まさ

海は静かにたたずんでいるだけであったが、対

おたちみさき

列車は山の難所をトンネルでわけなく通り過ぎて

いだから官をやめた」とのちに述懐し

もん

ひめまつ

辰 野 金 吾（一 八 五 四 ～一 九 一 九） は、

ンネルを出たとたん、目の前に八代海が思いっき

え

からつ

嘉永七年（一八五四）に唐津藩士姫松

設計としたことは、辰野の郷土である

くら

たとも考えられますが、やはり、辰野

り大きく拡がっていた。
監督の唐津貯蓄銀行を大きく意識した

唐津や、師の辰野に対する配慮があっ

赤レンガを白い花崗岩で装飾し、屋

可能性があります。

一四歳で親戚筋である辰野家の養子

根部をドームや小塔などで飾る「辰野

か こうがん

となり、明治五年（一八七二）に在学

式」と呼ばれる建築様式を創出した辰

は、清水組の德政金吾）屋根部にも顕

というのは、唐津貯蓄銀行（設計者

らない。ちょうど夕暮れを迎えたところであるが、

び込んできた。短いトンネルが続くが全く気にな

たかはしこれきよ

たいこうりょう

していた唐津藩英語学校の「耐恒寮」

野は、大学退官後、東京や大阪に事務
所を設立し、全国のさまざまな建築設

著な小塔やドームは確認されず、
「辰

北面が先に暗くなって海や島影は淡くぼやけてい

右側と左側では明るさがまったく異なり、右側の

とくまさきんご

寮（現在の東京大学工学部の前身）に

計などに関与していきます。

そ ね たつぞう

野式」的な外壁の赤白の色彩対比も抑

蓄銀行（明治四三年完成）
、そして民

（明治三四年完成）や株式会社唐津貯

彿とさせる建造物です。設計者の田中

から屋根にいたるまで「辰野式」を彷

これに対して、旧唐津銀行は、外壁

途中の日奈久温泉駅の改札の脇に時代がかった

刻まれていくなかでの八代海の夕暮れであった。

海がくっきりと見えていた。まさに刻一刻と時が

一方、左側の南面はまだ充分に明るく、島影や

る。その下では雨が降っているのかもしれない。
家の設計・監督を行いましたが、残念

は、外観は異なるが、いずれも辰野が

旅姿の種田山頭火の人形が立っている。まさに、

えられているからです。

ながら現在、いずれも残っていません。

関与した建造物であり、どちらも「辰

から つ ちよ

ここで辰野は、ジョサイア・コンド

こうしたなかで、唯一「辰野式」の

列車から降りて温泉に向かおうという旅人を迎え

ちく

ルを師として建築学と出会います。さ

建築様式の建物として残っているのが、

野式」の建造物であることを、あえて

ているかのように。ここは「放浪の詩人」山頭火

ほう

辰野が監督した唐津貯蓄銀行と道を挟

同一空間に対比的に配置することで、

ゆかりの地とのことである。はるばる故郷に帰っ

ふつ

らに、首席で卒業後、イギリス留学の

んだところに、明治四五年に完成した

唐津の人びとに周知させたかったのか

●くろだ・ゆういち／
唐津市近代図書館学芸員

さん とう か

駅の先まで続いていた。

てきた旅人を暖かく迎える八代海は、日奈久温泉

たね だ

ひ な ぐ

際には、周辺のフランス・イタリアな

旧唐津銀行本店（佐賀県重要文化財）

するなど、典型的な「辰野式」のデザ

を配し、屋根には小塔やドームを配置

み かげいし

もしれません。

科に進みました。

郷土の唐津においても、唐津小学校

同郷の曽禰達蔵とともに入学、造家学

に車窓からあふれんばかりに我が輩に向かって飛

を慕って上京、明治六年に工部省工学

が閉鎖すると、教師であった高橋是清

しました。

たように、明治三五年には大学を辞任

日本近代建築の父

会に関することが詳細に記されている。

起きたいわゆる「安政東南海地震」と

大震と津浪が来ると言いふらす者が現

せんだい

家が潰れる可能性を想定し、庭先へ飛
人びとを「臆病者」と評すなど、危機

巻と「晴雨日記」五巻からなり、土佐
危機感が伝わってこよう。

つぶ

び出そうと動き出し始めている。

にわか

ふるさとの海

第7話

倉右衛門の子として生まれました。

日本銀行本店や中央停車場（現、東

地震時における行動心理

国高岡郡宇佐村真覚寺住職・井上静

『真覚寺日記』と呼ばれる江戸時代末

高橋 治雄

資による、二つの県にまたがる例外的な第三セク

JR

『真覚寺日記』には、地震や当時の社

いのう えじ よう

鉄道浪漫

しむる手段と見ゆ」と妙な余裕をみせ

しよう

安政東南海地震に関する瓦版
（東京大学地震研究所図書室所蔵）

翌年の「安政の大地震」を契機として

照によって書かれた日記である。

●みずの・れい／東京大学
地震研究所特任研究員
旧唐津銀行貴賓室
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安政東南海地震に関す
る瓦版

です。赤レンガ調の軀体に白い御影石

旧唐津銀行本店正面

古本屋には本以外にもいろいろ置
いてあります。紙ものなら、絵葉書、
切手、切符、包装紙…、紙以外でも、
こけし、風呂敷、観光お土産、民具
…、なんでもありのようですが、そ
こには古本屋の物差しを感じます。
なかでも、魅せられてしまうものに、
古いアルバムがあります。見も知ら
よみがえ

ぬ方の記録なのに、記憶が 蘇 って
くるような感覚に、時を忘れます。
かえって、結婚式や子供のアルバム
は、すぐに退屈してしまうから、不
思議です。
さて、今回の「めっけ本」は、こ
んな古本以外のもの。しかも、まだ
古本屋で扱われてない未来の「めっ
け本」をめっけちゃいました。
ひょんなことから、女子中学生の

私 たちの活動 を
紹介 します
全国みんけん連の活動

に、それぞれの立場を尊重して」交流

すご

プリクラ帳を手に入れました。これ
が、凄いインパクト！ 白目、変顔、
ふく

ドヤ顔が、これでもかというほど貼
す。ペイントや加工も細かく施され、

ってあり、分厚く膨れあがっていま
迷コピーもたくさん。アルバムにあ
るような感傷にひたる余地がまるで
エネルギーの塊なんです。
で、なぜ、未来の「めっけ本」か
まぶ

と言いますと、古本屋の物差しで言
えば、眩しすぎ、リアルすぎるんで
す。やっぱり、何かフィルターのよ
うなのが必要なんですね。
三〇年、五〇年と、時というフィ
ルターを通ったとき、初めて古本屋
の店頭に並ぶかもしれません。もっ
とも、そのころまで古本屋が生き残
っていればですが。

の都市の自由民権運動を研究する福井

と親睦を図ることを目的としています。 淳・大正大学教授が代表に就きました。
活動はまだ緒に就いたばかりですが、
幅広い会員がいろいろな人たちを巻き

同日、東京都豊島区の大正大学で開
は、板垣退助の出身地高知、多数の自
込んだ自由闊達な団体となるべく、組

研究者から、民間の顕彰会の役員まで

由民権家が出て私擬憲法を起草するな
織体制を整備したり、情報発信に努め

かれた結成記念のつどいに集まったの

どした東京多摩地区、運動の激化事件
たりしています。
「踊らにゃ損」的な

二人。岩波新書『五日市憲法』の著者、 活発な団体を目指していますので、入

が起きた埼玉、福島などの研究者ら五

ループ）を連想させる略称で、全国自
新井勝紘・元専修大学教授が記念講演
〒 195 0063

新井氏と、
『自由民権運動史への招
立自由民権資料館 松崎稔 ●電話

京都町田市野津田町 897 町田市

東

待』などの著書がある安在邦夫・早稲

●事務局

会を歓迎します。
（文責 川崎宏三）

由民権研究顕彰連絡協議会は二〇一八
を行いました。

研究・顕彰等の活動を行っている団

半期に全国に波及した自由民権運動の

年一二月二日に発足しました。明治前

「全国みんけん連」
。阿波踊りの連（グ

─拾漆─

042 734 4508

http://k-bun.co.jp
敬文舎ホームページ
舎人倶楽部会報、講座などについて、ご意見・ご感想をお寄せください。
toneri.k@blue.ocn.ne.jp

●枻川 渉 かじかわ・わたる／路地裏誠志
堂主人。Web専用古本屋「路地裏 誠志堂」
http://rojiura-s.o.oo7.jp
（詳しくはホームページをご覧ください。
）
プリクラ帳
（未来のめっけ本になるか？）
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-

アジア世界における弥生絵画の位置づけ」橋本裕行（橿原考古学研究所）
、
（仙台市教育委員会）
、第８回（７月 13 日）
「記紀神話と天文・景観考

第７回（７月６日）
「仙台平野弥生中期の大震災と集落動態」斎野裕彦

古学」北條芳隆（東海大学教授）
、第９回（７月 27 日）
「平安時代の幼帝」
仁藤智子（国士舘大学教授）
。
【問い合わせ先】敬文舎 03-6302-0699

写真：
（左）日本歴史文化講座
（右）かもん土曜カレッジ

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

「めっけ本」

田大学名誉教授が顧問、立憲改進党系
-

カル）
（全 10 回）と、
神保町の和亭 ｢かもん｣ での「かもん土曜カレッジ」
を主催しております。本年春季のヒスカル〈戦国時代〉も６月 28 日の
第 10 回「織田信長 vs 明智光秀」を好評裏に終了しました。

「かもん土曜カレッジ」
の予定はつぎの通りです。第６回
（６月 29 日）
「東

歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、講演・講座の開催などで研究者との交流も
行っております。
当倶楽部は、随時入会可能です。奮ってご参加ください。

路地裏の

体・機関・個人が「自由に、ゆるやか
-

敬文舎 二つの
「歴史講座」を開催

弊社では、年２回、春と秋に開催される ｢日本歴史文化講座｣（ヒス

好評
始動中！
あなたも
入会
しませんか

連載

